
 

 

 

国際ロータリー 第 2840 地区 2021-2022 年度 

― 地区大会 ― 

 

 

ベイシア文化ホールにて 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
― ガバナー挨拶 ― 

 
ガバナー 足立 進 様 

R.I 加盟承認 １９５８年６月２日 

Club ID  １３９５６ 

２０２２年４月２４日(日) 第３１０３回例会報告（Ｎｏ，２６） 

館林ロータリークラブ会報 

ロータリー２０２１～２０２２度 

奉仕しよう みんなの人生をゆたかにするために  
第２８４０地区 ２０２１～２０２２年ロータリーのテーマ 
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― ガバナー賞 表彰式 ― 

機会の扉を開く部門 

 
本島 克幸 直前幹事 

★コロナ禍に対応して、例会を動画でホームページに

UP し参加拡大を図り、会員の出席率向上を企画し、年

度内に 13 名の新会員の増強があった。 

 

 
 

会員純増優秀クラブ      2 位 

ロータリー財団年次寄付人頭額優秀クラブ 3 位 

― クラブ紹介 ― 

 
第４分区Ｂガバナー補佐 小暮 高史 様 

 

 

 
              館林ロータリークラブ 

 

―次年度地区大会ホストクラブ挨拶― 

 

 
 

【2022-2023 年度 地区大会 予定】 

2022 年 10 月 23 日（日） 

太田市民会館 
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― 会 務 報 告 ― 

石川 長司 会長 

Ｒ ４． ４．１６（土）花と緑のフェスティバル 

２０２２飾花作業 

参加者 長柄 光則       於・グリーンバンク 

Ｒ ４． ４．１９（火）第４分区Ａ・Ｂ１０クラブ 

親睦ゴルフ大会 

於・オリムピックスタッフ足利ゴルフコース 

参加者 石川 長司・新井  進・飯塚 一成 

石川 正直・小池 敏郎・田部井孝一 

矢島 孝昭・谷田川敏幸・山本  樹 

横田 善次 

 

今後の予定 

Ｒ ４． ４．２３（土）（公財）米山梅吉記念館  

春季例祭 

於・米山梅吉記念館ホール 

Ｒ ４． ４．２３（土）地区リーダーシップセミナー     

於・前橋商工会議所会館 

対象者 石川 長司・関口  昇・小暮 高史 

宮内 敦夫 

Ｒ ４． ４．２４（日）地区大会          

於・ベイシア文化ホール（大会） 

Ｒ ４． ５． ４（水）花と緑のフェスティバル 

２０２２イベントお手伝い 

対象者 長柄 光則       於・陽だまりの広場 

Ｒ ４． ５． ６（金）第７回日台ロータリー 

親善会議 

於・ホテルニューオータニ博多 

Ｒ ４． ５． ８（日）次世代リーダーセミナー       

於・前橋商工会議所会館 

対象者 入会３年以下の新会員 

Ｒ ４． ５． ９（月）～１１（水）大口寄付  

恒久基金 入門セミナー   於・Zoom 

対象者 小暮 雅𠀋 

Ｒ ４． ５．１４（土）地区補助金最終審査会       

於・前橋商工会議所会館 

対象者 小暮 雅𠀋 

Ｒ ４． ５．１４（土）第１９回ロータリー 

全国囲碁大会    於・日本棋院本院 

Ｒ ４． ５．１５（日）地区大会記念ゴルフ大会 

 於・サンコー７２カントリークラブ 

Ｒ ４． ５．２１（土）地区研修・協議会       

於・ティアラグリーンパレス 

対象者 ２０２２－２３年度 

地区役員・会長・幹事・会員増強委員長公共イメージ 

環境問題に関する委員長・ロータリー財団委員長 

Ｒ ４． ５．２２（日）親睦家族旅行 

（日帰りバス旅行）  於・東京（高尾山）方面 

Ｒ ４． ５．２７（金）太田中央ＲＣ創立３０周年 

記念式典   於・マリエール太田 

対象者 石川 長司・関口  昇・小暮 高史 

宮内 敦夫 

Ｒ ４． ５．２８（土）前橋北ＲＣ創立４０周年 

記念式典    於・前橋商工会議所 

対象者 石川 長司 

Ｒ ４． ６． ５（日）ヒューストン国際大会  

日本人親善朝食会 

於・Marriott Marquis Houston 

 

― 幹 事 報 告 ― 

 

１．例会場・例会時間の変更 

◆大泉ＲＣ  ５月 ４日（水）→ 祝日休会 

       ５月２５日（水）→ 夜間例会 

           点 鐘 １８：３０ 

           会 場 幸寿し 

◆館林西ＲＣ ５月 ３日（火）→ 祝日の為休会 

       ５月１７日（火）→ ５月２１日（土）

地区研修・協議会へ振替 

       ５月３１日（火）→ ５週目休会 

◆太田西ＲＣ ５月 ４日（水）→ 休 会（祝日の為） 

       ５月１１日（水）→ ５月１２日（木）

プロバスクラブとの合同清掃に振替 

◆伊勢崎ＲＣ ４月２７日（水）→ 夜間例会 

       ５月 ４日（水）→ 休 会 

       ５月１８日（水）→ ５ＲＣ合同例会 

◆富岡中央ＲＣ５月 ５日（木）→ 休 会（祝日） 

２．会報、週報 

３．その他 

◆ガバナー事務所 

①ゴールデンウィーク休暇のお知らせ 

【期 間】４月２９日（金）～５月８日（日） 

【緊急連絡先】 

２０２１－２２年度代表地区幹事 石原 保幸 

携帯電話 ０９０－２５３８－６６６９ 
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２０２２－２３年度代表地区幹事 栁田 秀男 

携帯電話 ０９０－３１４９－６２０５ 

②次世代リーダーシップセミナーの 

次第・テーマについてのご連絡 

◆館林西ＲＣ 

１０ＲＣ親睦ゴルフ大会成績表のご送付 

  ≪団体戦≫ 【優 勝】太田西ＲＣ  

【準優勝】館林ミレニアムＲＣ 

        【第３位】太田南ＲＣ 

 【第９位】館林ＲＣ 

  ≪個人戦≫ 【第５位】石川 長司 

        【館林西ＲＣ会長賞】矢島 孝昭 

        【ＢＢ賞】山本  樹 

        【ＢＭ賞】新井  進 

◆前橋東ＲＣ 

地区大会の駐車場並びに運転手様へのご案内 

 

―１０ＲＣ親睦ゴルフ大会― 

 
オリムピックスタッフ足利ゴルフコース 

 

 

 

 

 

 

 

―インコンペ 優勝― 

 
石川 長司 会長 

 

―ベストグロス賞― 

 
谷田川 敏幸 直前会長 

 

◆例会日 毎週金曜日 12：10 より 

◆例会場 ニューミヤコホテル館林（館林市文化会館

内） 

     館林市城町 3-1 TEL0276-50-1541 

◆事務所 館林信用金庫本店内 

     館林市本町 1-6-32 TEL･FAX 72-8181 

◆E:mail  tatebayashi.rc@cc9.ne.jp 

第 2840 地区ガバナー 足立 進 

会   長 石川 長司   副会長 上野 和路 

幹   事 関口 昇    副幹事 根岸 利正 

会報  委員 飯塚 一成   小池 和敏 

発行責任者 石川 長司  編集責任者 飯塚 一成 

mailto:tatebayashi.rc@cc9.ne.jp

